
 

 

 

主 催 ： （一社）大阪府助産師会    

後 援 ： 大阪府 

産後ケアエキスパート助産師とは、「産前産後ケアに係る実践にエキスパートとして関わ

り活動する助産師」を指します。その前身は平成 25 年度大阪府委託事業「児童虐待発生予

防対策事業」のハイリスク妊産婦に寄り添い支援する人材育成「ハイリスク妊産婦サポー

トリーダー」に端を発します。当初、国や大阪府が有する母子保健の課題は、未受診や飛

び込み出産等のハイリスク妊産婦の存在で、その多くは社会的問題を抱えており、虐待と

の関連が指摘されました。そのため、ハイリスク妊産婦サポートリーダーは、妊産婦に寄

り添い、行政機関等の支援サービスにつなぐ人材として期待されました。その後、大阪府

助産師会は独自の人材育成事業を継続・発展させ、現「産後ケアエキスパート助産師認定

講習事業」を平成 27 年 7 月より開始しました。 

 

1. 目的 

  産前産後ケアを実践するために幅広く高度な知識や技術と態度を修得し、母子とその家族の 

安心・安全につながる事業に参画できる人材を育成します。 

２. 講習期間   

令和 4年 7月 23日（土）〜令和 5年 2月 25日（土） 別紙カリキュラム参照 

    ・本講習会の修了には、22 科目 24 単位（1 単位：90 分）中、20 単位の履修が必要です。 

・なお、修了者は日本助産師会の産後ケア実務助産師研修会修了者申請が可能となります。 

３. 開催方式   

ZOOM によるオンライン講義方式 

４. 講習内容   

別紙カリキュラム参照（8 日間 22 科目） 

 修了者には（一社）大阪府助産師会会長による修了証を授与します。 

天災や講師都合により、講義日程が変更となることがあります。 

５. コース別対象者及び受講料 

コース名 対象者 受講料（税込） 

①レギュラー 

コース 

地域における母子保健活動を行うため

の知識や技術を深め、キャリアアップ

を希望する （定員 120 名） 

実務経験５年以上の助産師 

大阪府助産師会会員：33,000 円   

他府県会員又は非会員：66,000 円 

＊実習を希望する者は別途次の額

を要する。 

 1 日間 5,000 円、２日間 8,000 円 

産後ケアエキスパート助産師 

認定講習会のご案内 



②スキルアップ

コ－ス 

 

レギュラーコースを修了した者で、さ

らなるスキルアップのために当該講習

会の内から３科目（自由選択）の受講を

希望する者（定員 30 名） 

*修了するには、400 字の課題レポート

の提出が必要です。 

大阪府助産師会会員：4,950 円    

他府県会員又は非会員：9,900 円 

③ 聴講コース レギュラーコースを修了した者で、当

該講習会の内から１科目以上（自由選

択）の受講を希望する者（定員 30 名） 

 

1 科目につき 

大阪府助産師会会員：3,300 円    

他府県会員又は非会員：5,500 円 

 

 

6. 申し込み期間 令和 4 年 5 月 20 日（金）〜 令和 4 年 7 月 10 日（日） 

        （定員に達し次第締め切ります） 

 

7. 申し込み方法  次の方法にてお申し込みください 

①レギュラーコース：当会ホームページ「定例研修会・各種講座」からお申し込みください。 

（注）電話・FAX・メールでの申し込みはできません。 

②スキルアップ：expert@josansi.org あてに次の事項を明記してお申込みください。 

(1)氏名  (2)〒住所 (3)連絡先メールアドレス (4)電話番号 (5)希望する 3 科目 

(6)当該講習会の修了年月日及び番号 

③聴講コース：expert@josansi.org あてに次の事項を明記してお申込みください。 

(1)氏名  (2)〒住所 (3)連絡先メールアドレス (4)電話番号 (5)希望する科目 

(6)当該講習会の修了年月日及び番号 

    

8. お問い合わせ先  （一社）大阪府助産師会 〒543-0032 大阪市天王寺区細工谷 1-1-5 

                     ☎︎ 06-6771-6537   E-mail:expert@josansi.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義は全てオンライン講義

月１回（全8回）の開催で受講しやすい

日本助産師会の「産後ケア実務助産

師研修修了者」の申請が可能

アドバンス助産師新規・更新申請の

ための「必須研修」「選択研修」である

産後ケアエキスパート講習会修了者は

希望する講義の聴講が可能

研修の特長

mailto:expert@josansi.org
mailto:expert@josansi.org


 

 

令和 4年度 産後ケアエキスパート助産師認定講習会日程表 

月日 時間 研修内容 講師 

令和４

年   

７/ 23 

（土）   

10:00 

～10:30 
開講式 会長挨拶 全体オリエンテーション            

大阪府助産師会 会長 緒方 敏子   

認定講習会担当委員会副委員長 西村美津子 

10:30 

～12:00 

「助産業務に関するガイドライン及び産前 

産後ケアセンターの実績報告」            

大阪府助産師会産前産後ケアセンター                  

センター長 田中 陽子 氏          

13:00 

～14:30 

「大阪府における母子保健の現状と課題・ 

関係機関との連携」 

大阪府健康医療部保健医療室地域保健課 

主査 田中 真弓 氏  

14:50 

〜16:20 

看護に活かすコミュニケーションの 

ありかた✕やりかた ペップトーク 

日本ペップトーク普及協会 

認定講師  増田 知奈 氏    

8/27   

(土） 

10:30 

～12:00 
災害への対応 

東北大学特任教授・中央大学機構教授・ 

大阪公立大学客員准教授 原口 強 氏 

13:00 

～14:30 
災害から母子を守るための助産師の役割 

あかり助産院  

院長 防災士 西村 美津子 氏 

14:50 

〜16:20 
家族看護及び家庭訪問技術 

大阪府助産師会 理事  

ひな助産院 院長 伊藤 雅子 氏 

9/24 

(土）  

10:30 

～12:00 

男女脳を知って人生の達人になろう        

〜最も危ない産後の夫婦仲の守り方〜 

株式会社感性リサーチ 

代表取締役 黒川 伊保子 氏 

13:00 

～14:30 

助産師に伝えたいエッセンス「思春期の課題から 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙを考える〜成育基本法を参照しながら〜 
福岡県立大学 理事・教授 松浦賢長 氏 

14:50 

〜16:20 
妊産褥婦のフィジカルアセスメント 

大阪医科薬科大学  

産科・内分泌科科長 藤田 太輔 氏 

10/22   

（土） 

10:30 

～12:00 
産後に必要な母乳育児支援① 

めぐみ助産院 院長  

NPO 法人 BS ケア理事長 寺田 恵子 氏 

13:00 

～14:30 
産後の精神疾患とその対応① 

大阪医科薬科大学病院  

神経精神医学教室 江村 和代 氏 

14:50 

〜16:20 
産後の精神疾患とその対応② 

大阪医科薬科大学病院  

神経精神医学教室 江村 和代 氏 

11/26   

（土） 

10:30 

～12:00 
虐待防止のための助産師の役割           

公益社団法人母子保健推進会議  

会長 佐藤 拓代 氏 

13:00 

～14:30 
産後に必要な母乳育児支援② 

めぐみ助産院 院長  

NPO 法人 BS ケア理事長 寺田 恵子 氏 

14:50 

〜16:20 
乳児アセスメント 

たかだこどもクリニック           

院長 高田 慶応 氏 

12/24  

（土） 

10:30 

～12:00 
産後に必要な父親の役割・ペアレンティング     

NPO 法人ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞ・JAPAN 関西理事   

大阪総合保育大学 講師 阿川 勇太 氏 

13:00 

～14:30 
マイ助産師制度（LMC 制度）について 

出産ケア政策会議  

共同代表 日隈 ふみ子 氏 

14:50 

〜16:20 
予防接種の最新情報 

たかだこどもクリニック           

院長 高田 慶応 氏 



 

令和 5

年  

1/28   

（土） 

10:30 

～12:00 

新生児のフィジカルアセスメント         

【必須研修】 

愛仁会高槻病院 小児科・新生児小児科      

主任部長 池上 等 氏 

13:00 

～14:30 
EPDS の活用法と対応 

済生会横浜市東部病院 臨床心理士・ 

公認心理士 助産師 相川 祐里 氏 

14:50 

〜16:20 
産後に必要な骨盤ケア 

京都大学医学部附属病院  

母性看護専門看護師 助産師 大西舞子氏 

2/25  

（土） 

10:30 

～12:00 
病院における産後ケア 

地方独立行政法人 大阪府立病院機構 

大阪母子医療センター 主任 種池夏子氏           

13:00 

～14:30 
助産院における産後ケア 

ほんわか助産院 院長  

子育てケアマネージャー 溝口 真紀 氏 

14:50 

〜16:20 
産後のメンタルヘルスとその対応 

ふじさわマターナルカウンセリングルーム 

 臨床心理士・公認心理士 藤澤 真莉 氏 

16:20 

〜16:30 
閉講式  

    ＊講師の都合により講義の予定が変更になることがあります 


